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記事に特に記載がない場合は、
●重複申し込み不可　●費用は無料
●対象者は原則区内在住・在勤・在学者
●1人1枚1講習（コース・行事）

講演・講習

目黒区女性学習グループ連絡
会合同研修会「平和と人権と
いう大テーマのもとに」

❶コロナ禍の女性と子供の貧困
時12／4（土）14：00～16：00
場�緑が丘文化会館（緑が丘2－14－
23）　
作家　雨宮処凛氏　
定50人（先着）　
❷�今さら聞けない「LGBTQ＋」って

なにかしら！
時4年1／29（土）14：00～16：00
場�男女平等・共同参画センター（中
目黒2－10－13　中目黒スクエ
ア内）
�自治体にパートナーシップ制度を
求める会代表　林隆紀氏
定20人（先着）　
❶❷共通
共催　目黒区教育委員会
申�電話、FAX�・Eメール（記入例1
～4、保育〈2歳以上の未就学児〉
希望者はその旨を記入）で、❶は
11／26❷は1／21までに、目黒
区女性学習グループ連絡会（小林
☎フ共通3724－1541、 kishi
ko95@p01.itscom.net）へ

だしソムリエから学ぶ天然だ
し講座～うまみの秘密を探る
時12／11（土）11：00～13：00
場区民センター社会教育館
内だしの取り方、素材の選び方　
�有限会社池田物産代表取締役　池
田正氏ほか　
対20～30代のかた　
定10人（抽選）
申�区ホ（コード❶）、電話、
ハガキ・FAX（記入例
1～4と年代を記入）
で、11／30（必着）ま
でに、区民センター社会教育館（〒
153－0063目 黒2－4－36、 ☎
3711－1137、フ3711－1168）へ

　介護予防教室 
「ひざの痛み予防講習会」
時�12／16（木）・23（木）13：30～
15：00（全2回）
場�中目黒住区センター（中目黒2－�

10－13　中目黒スクエア内）
内膝の痛みを予防する体操と講話
対�医師から運動を止められていない
65歳以上のかた　
定20人（先着）
申�電話で、介護保険課介護予防係（☎
5722－9608、フ5722－9716）へ

　ポニー教室（4年1～3月）
時�毎週火～日曜日で参加できる日の
15：00～17：00　
場�碑文谷公園こども動物広場
内ポニーの世話、乗馬体験ほか
対小・中学生　
定145人（抽選。中学生15人以内）
￥参加費2,400円
申�往復ハガキに、記入例1～3と学
校名・学年、参加経験の有無、保
護者の3、緊急連絡先を書いて、
11／30（必着）までに、碑文谷公
園 こ ど も 動 物 広 場（ 〒152－�
0003碑文谷6－9－11、☎3714
－1548）へ。当日の参加は人数制
限あり。障害のあるかたは申し込
み前にご相談ください

マンマの会子育て支援者
養成講座（オンライン配信）
時�11／15（月）～12／31（金）
内�①めぐろの子育て支援②妊活・妊
娠・産前産後期の現状③あそびと
発達④まちづくり・地域コミュニ
ティ災害時の子ども支援⑤発達障
害
対子育て支援に関心のあるかた
￥�②～⑤は1講座1,000円（5講座セ
ット3,000円。①は無料）

後援　目黒区
申�申込先ホ（コード❷）で、
子育てサロンコッコロ
（尾崎☎6421－1122
〈火～土曜日10：30
～15：30〉）へ

人権の21世紀をつくる 
文化の集い2021
時�11／26（金）18：30開演（18：00
開場）
場�品川区立総合区民会館きゅりあん
（大井町線大井町駅下車2分）
内講演「ジャーナリズムと人権」　
定140人（先着）　
￥入場料1,000円　
後援　目黒区ほか　

問�人権の21世紀をつくる文化の集
い実行委員会（☎3762－7176）。
希望者は当日会場へ

発達サポーター育星講座 
（基礎b）

日程 会場 テーマ
4年
1／13
（木）

中目黒GTプラ
ザホール（上目
黒2－1－3）

①�初級（基礎a）の
復習

1／27
（木） 東山住区センター（東山2－�

24－30）

②�障害特性の理解
（学習障害）

2／10
（木）

③�支援方法の理解
（発達論）

2／24
（木）

中目黒GTプラ
ザホール

④�支援方法の理解
（行動論）

3／10
（木）

⑤�支援方法の理解
（心理療法）

3／17
（木）

⑥�支援方法の理解
（環境論）

時9：30～11：30
�明星大学教授　星山麻木氏
定�各40人（抽選）。感染状況により
オンラインに変更の場合あり

主催　目黒区ほか
�申�電話またはEメール（記入例1～4
とEメールアドレス、希望テーマ
①～⑥〈複数申し込み可〉を記入）
で、12／20（必着）までに、家族
会 き ざ は し（ ☎070－4098－
6299、 kizahashi.meguro@
gmail.com）へ

パソコン教室「年賀状作成」
時�12／6（ 月 ）・7（ 火 ）13：30～
16：30（全2回）
場�シルバー人材センターパソコン教

室（下目黒2－20－19　下目黒住
区センター内）

定7人（先着）
￥教材費など6,550円
申�電話で、目黒区シルバー人材セン
ターパソコン教室（☎フ共通6420
－0235）へ

涙活講座～涙を流すことで 
ストレスフリーな毎日を
時�12／10（金）14：00～16：00
場総合庁舎別館4階社会福祉協議会
内�意識的に泣くことでストレス解消
を図り、心身共に健康に過ごす方
法
�感涙療法士　吉
田英史氏（右写
真）

定�①来場＝8人②
会 議 ア プ リ
Zoom（ズーム）
によるオンライン＝20人（各先
着）

申�①は電話、②はEメールに記入例
1～6を書いて、目黒区社会福祉
協議会在宅福祉サービスセンター
（☎3714－2841、 zaitakufuku
shi@meguroshakyo-i.net）へ

催し物

秋季農産物品評会・即売会
　品評会出品物は、当日整理券を配

申し込みの記入例
1 講座名など
2 郵便番号・住所
3 氏名（ふりがな）
4 電話・FAX番号
5 年齢
6 性別

情
Ｂ
報
Ｏ Ｘ

❷

申し込みの記入例

申込先に所在地がない場合の宛て先
〒153－8573
目黒区役所（住所記入不要）
○○○○課（申込先の宛て先）

↗

❶

★感染症対策のため、講演などを中止・変更する場合があります。

語ろう人権　家庭で地域で

問人権政策課（☎5722－9214、フ5722－9469）

損得勘定で家事をとらえると

　誰かが「私は仕事に専念し、家
事育児や介護は、家族に任せてい
る」と言ったら、その誰かはどん
な人物像を想像しますか。その人
が「私は稼いでいるから、家事で
仕事や自由時間を削られたら損
だ」と言ったらどうでしょう。
　常に優位な立場で家事に参加せ
ず、快適に暮らしている人は、家
事を担っている人が社会で能力を
発揮する機会を奪われ、不自由な
状況に置かれているかもしれない
ことに気付けません。そのため、
その人の内面にある差別的な感情
が、無意識のうちに言動として現
れてしまう場合があります。

ジェンダー平等は身近なところから

　家事を担っている人は、自分の
役割分担に納得しているでしょう
か。納得して役割分担を決め、誇
りとやりがいをもって家事をして
いるならば、問題ありません。し
かし、無言の圧力によって、本音
を語らず我慢しているだけなのか
もしれません。人任せの生活を味

わうと、それを手放すことに強い
抵抗を感じるでしょう。しかし、
自分でできることは自分でやり、
家事は協力してやらなければ、現
代の共同生活はうまくいきません。

女性をもっと意思決定の場に

　日本は、世界経済フォーラムの
ジェンダーギャップ指数2021で
は120位で、先進国最低水準です。
　区は、女性の意見を男性と同じ
水準で政策形成に反映することを
重要課題と位置付けています。会
議などにおける女性委員割合の向
上に取り組み、区の女性管理職割
合は3年4／1時点で22.2％と、
ここ数年上昇を続けています。固
定的な性別役割分担意識などによ
る男女間の差を無くし、公平に意
思決定の場に参加できるようにす
る意識改革が前進しています。
　今やジェンダー平等の実現なく
しては、国も地域も企業も成長で
きません。困難に立ち向かう力は、
多様な人のアイデアの中に潜んで
います。皆の多種多様な知識や思
いを可視化することが、解決への
第一歩です。

ジェンダー平等を足元から
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布して販売します。屋外で農産物な
どは販売しません。
時11／20（土）。雨天決行
場�碑文谷体育館（碑文谷6－12－43）
問�産業経済・消費生活課経済・融資
係（☎5722－9879）

時間 内容
13：30～14：00即売の整理券配布
14：00～14：30品評会出品作品の即売

しめ縄かざりづくり
時�12／12（日）10：00～11：30。
荒天時は12／26（日）に延期
場�駒場野公園拡張部（駒場2－17－
20）
内�稲わらで作る正月飾りのしめ縄づ
くり
定�10人（抽選。
小学3年生
以下は保護
者同伴）
申�往復ハガキに、記入例1～5と同
伴者の3を書いて、12／2（必着）
までに、駒場野公園自然観察舎（〒
153－0041駒場2－19－70、☎
3485－1754）へ

東京大学駒場博物館・目黒区
教育委員会連携講座「東大駒
場地区キャンパスツアー」

時12／18（土）14：00～16：00
場総合庁舎本館1階D会議室
内�キャンパスの歴史を解説
�東京大学大学院総合文化研究科助
教　折茂克哉氏
定�①対面＝7人②会議アプリＷebex
（ウェベックス）によるオンライン
＝30人（各抽選）
申�①は区ホ（コード❸）、
電話、ハガキ・FAX（記
入例1～4と対面希望
の旨を記入）②は区ホ（コード❸）
で、12／6（必着）までに、生涯学
習課生涯学習係（☎5722－9314、
フ3715－3099）へ

東京消防庁音楽隊 
「都民と消防のふれあいコン
サート」

時4年2／22（火）18：30～20：30
場�めぐろパーシモンホール大ホール
（八雲1－1－1　区民キャンパス内）

曲目　「さくらのうた」ほか
申�往復ハガキに、記入例1～5、希
望者全員（2人まで）の2～5、車
椅子席または親子席希望者はその
旨を書いて、11／30（必着）まで
に、東京消防庁音楽隊企画担当（〒
102－0083千代田区麹町1－12、
☎3221－0119）へ

お知らせ

区立保育園の民営化に関する 
計画（3～11年度）素案の区民
向け説明会（オンライン開催）

　会議アプリWebex（ウェベック
ス）で開催します（手話通訳あり）。
詳細は、区ホ（コード❹）をご覧くだ

さい。
時11／20（土）9：00～
10：30
問�保育計画課保育施設整
備係（☎5722－9429、フ5722
－8715）

専門医師による 
高次脳機能障害の相談会
時12／3（金）10：00～12：00
場�目黒区高次脳機能障害者支援セン
ター（碑文谷5－12－1）　

主催　目黒区
申�電話またはFAX（記入例1～5を
記入）で、12／1までに、目黒区
高次脳機能障害者支援センター（☎
6808－8575、フ6808－8576）へ

避難行動要支援者名簿情報の
外部提供同意書を送付します
　災害時に自力での避難が困難なか
たを、避難行動要支援者といいます。
安否確認や避難支援を迅速に行うた
め、避難行動要支援者名簿を作成し
ています。名簿の外部提供に同意を
いただいたかたの情報は、避難支援
等関係者に提供し、災害時や平常時
の見守りなどに活用します。
　11／29から、対象者に制度の案
内と同意書を発送します。同意をい
ただけるかたは、記入のうえ、返送
してください。
問�健康福祉計画課要配慮者支援係
（☎5722－9689）

区民満足度調査にご協力くだ
さい
　区民の皆さんの区政に対する評価
を知るため、区民満足度調査を実施
します。住民基本台帳から無作為抽
出した18歳以上の3,000人に、11
月初旬に調査票を送付しています。
問�政策企画課長期計画コミュニティ
係（☎5722－9372）

自転車シェアリングのサイク
ルポートを増設しました
　ホテル雅叙園東京（下目黒1－8－
1）に、自転
車シェアリン
グ（電動アシ
スト自転車の
貸し出しサー
ビス）のサイクルポート
（借りて返却できる場所）
を増設しました。詳細は
区ホ（コード❺）をご覧い
ただくか、お問い合わせください。
問�土木管理課自転車対策係（☎
5722－9444）

男女平等・共同参画の推進に
関する年次報告書を公開して
います

　男女平等・共同参画審議会から、
2年度の男女平等・共同参画推進計
画事業の進捗状況を評価した答申を
受けました。
　答申内容、事業実績、区民意識調
査（4月実施）結果を、年次報告書と

してまとめました。総合庁舎本館1
階区政情報コーナー・4階人権政策
課、男女平等・共同参画
センター、図書館のほか、
区ホ（コード❻）でご覧に
なれます。
問�人権政策課男女平等・多様性推進
係（☎5722－9214）

都市計画変更に係る関係図書
がご覧になれます

計画の種類　生産緑地地区の削除・
追加
土地の区域　柿の木坂1丁目・東が
丘1丁目地内　
場�総合庁舎本館6階都市計画課
問�都市計画課都市計画係（☎5722－�
9725）

歳末たすけあい・地域福祉募
金にご協力ください
　75歳以上のひとりぐらし等高齢
者登録者などへの見舞金や地域福祉
活動の推進に使われます。
実施期間　12／1～31
問�目黒区社会福祉協議会（☎3711
－4995）

11／30は個人事業税 
第2期分の納期限です
　新型コロナウイルス感染症の影響
により納税が困難なかたは、1年間
納税を猶予する制度があ
ります。詳細は、都主税
局ホ（コード❼）をご覧い
ただくか、お問い合わせ
ください。
問�目黒都税事務所徴収課（☎5722－�
8714）

保健衛生

50歳以上胃がん検診 
（11／20～4年2月受診分）
場区内実施医療機関　
内�胃Ｘ線（バリウム）検査または胃内
視鏡検査
対�昭和47年3／31以前生まれの区
内在住者。ただし次のかたを除く
①2年度に区の胃がん検診を受診
②勤務先・家族検診などで同検査
が受けられる③胃の治療中ほか。
詳細はお問い合わせください
申�区ホ（コード❽）または
電話で、12／14までに、
健康推進課成人保健係
（☎5722－9589、フ
5722－9329）へ

健康大学教養講座 
「骨の健康維持と生活習慣」 
（オンライン開催）

時12／13（月）14：00～15：15
場総合庁舎本館3階目黒区保健所
内�骨の健康に望ましい食生活ほか。
会議アプリＷebex（ウェベックス）
を使用
�東京農業大学農生命科学研究所教
授　石見佳子氏　

定�20人（先着）
申�Eメールに、記入例1～5を書い
て、11／26までに、健康推進課
健康づくり係（☎5722－9586、
フ5722－9329、 kensui-kou�
za@city.meguro.tokyo.jp)へ

　多胎児懇談会
時12／14（火）10：00～11：00
場�碑文谷保健センター（碑文谷4－16�
－18）　

対�区内在住の①平成30年4／2～令
和3年8／14生まれの多胎児と家
族②多胎児を妊娠中のかた

定①5組②5人（各先着）
申�電話で、碑文谷保健センター保健
相談係（☎3711－6447、フ5722�
－9330）へ

　妊婦ごはんとオーラルケア
時12／15（水）13：30～14：30
場総合庁舎本館3階保健予防課
内�妊娠中に取りたい栄養と料理の実
演、起こりやすい口のトラブルや
セルフケアの講演
�歯科医師　朝田文郷氏ほか

対妊娠しているかた　
定16人（先着）
申�区ホ（コード❾）で、11
／30までに、保健予防
課保健サービス係（☎5722－
9503、フ5722－9508）へ

食と健康講座「自分で作ろうヘ
ルシーおせち料理」
時12／16（木）11：00～12：00
場�碑文谷保健センター（碑文谷4－�
16－18）

内�栄養バランスのよいおせち料理の
講話と実演　

定8人（先着）　
申�電話で、碑文谷保健センター保健
サービス係（☎3711－6446、フ
5722－9330）へ

人材募集

特別区立幼稚園臨時的任用教
員採用候補者

勤務場所　23区の区立幼稚園（大田・
足立区を除く）　応募資格　幼稚園
教諭普通免許状所有者　選考方法　
書類、面接。面接は新規応募者、区
立幼稚園の臨時的任用教員として最
近5年間に勤務実績のないかたのみ
12／13～14に実施（申込時に電話
予約）
申�募集案内（23区の教育委員会事務
局、特別区人事・厚生事務組合教
育委員会事務局で配布。申込先ホ
〈コード�〉から印刷
可）に添付の申込書を、
11／18～12／7（消印
有効）に、特別区人事・
厚生事務組合教育委員会事務局人
事企画課採用選考担当（〒102－
0072千代田区飯田橋3－5－1　
東 京 区 政 会 館 内、 ☎5210－
9857）へ郵送

❼

❾

❻

❽

↗

❺

�

★感染症対策のため、催し物などを中止・変更する場合があります。

❸

❹
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●その他の健康相談
相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

こころの相談■予 毎週（金）13：00～16：00 区民の声課（☎5722－9424）

女性のためのからだの
相談

第1・3（土）
10：00～12：00

男女平等・共同参画センター
（☎5721－8573）

女性のためのこころの
悩みなんでも相談

毎週（火）（木）（金）（土）
10：00～16：00、
毎週（水）18：00～21：00

男女平等・共同参画センター
（☎5721－8572）

新型コロナ
ウイルス感染症

感染が疑われるかたの相談
東京都発熱相談センター
☎5320－4592（無休。24時間）
電話での相談が難しい場合はフ5388－1396
ワクチン接種についての問い合わせ
目黒区新型コロナワクチン接種コールセンター
0120－102－654、フ5722－7048

（月～土曜日8：30～17：00。祝・休日を除く）

相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

全
般

少年相談■予 第3（火） 13：00
～16：00

区民の声課
（☎5722－9424）

子育て総合相談 毎週　　　
（月）～（土）

8：30
～17：00

子育て支援課ほ・ねっと
ひろば
（☎3715－2641）

子ども相談室 毎週　　　
（水）～（土）

10：00
～17：00

めぐろはあとねっと（子ど
もの権利擁護委員制度）
0120－324－810

福祉の相談窓口
（サンデーコンシェルジュ） 第4（日） 9：00

～17：00
福祉の相談窓口
☎5722－9037、
フ5722－9062

法
律
・
人
権

人権身の上相談■予 第1・3（木）

13：00～
16：00。
当日受け付
けは15：00
まで

人権政策課人権・同和政
策係（☎5722－9280）

法律相談■予
毎週（水）、　　
第1・2・4・5（木）

13：00
～16：00 区民の声課

（☎5722－9424）
第3（木） 9：00

～12：00

女性のための法律相談■予 第2・4（土） 9：30
～12：05

男女平等・共同参画セン
ター（☎5721－8570）

行
政
ほ
か

行政相談■予
第1（月） 13：00

～16：00
区民の声課
（☎5722－9424）行政書士相談■予

保健福祉サービス苦情調整
委員による相談 週1回 午前または

午後
権利擁護センター「めぐ
ろ」（☎5768－3963）

相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

行
政
ほ
か

登記・成年後見制度相談■予 第3（月）

13：00
～16：00

区民の声課
（☎5722－9424）

税務相談■予 第1～4（火）

年金・労務相談■予 第3（金）

不動産取引相談■予 第2・4（月）

生
活

消費生活相談
毎週　　　
（月）～（金）

9：30
～16：30

消費生活センター相談コ
ーナー
（☎3711－1140）

生活の相談 8：30
～17：00

めぐろくらしの相談窓口
（☎5722－9370）

住宅増改修相談
第2・4（金）

※�12月の第4、
4年1月を除く

10：00
～16：00

住宅課居住支援係
（☎5722－9878）

仕
事

内職相談

毎週　　　
（月）～（金）

8：30
～17：00

高齢福祉課いきがい支援
係（☎5722－9719）

ワークサポートめぐろ就労
相談

9：00
～17：00

ハローワーク相談室
（☎5722－9326）

10：00
～17：00

キャリア相談コーナー
（☎5722－9632）

受発注情報室 10：00
～11：30 中小企業センター

（☎3711－1185）
創業相談室■予 毎週　　　

（火）～（木）
13：00
～16：00

くらしの相談 □予＝予約制

休日・土曜日・平日夜間などの
診察・調剤案内 ※事前連絡が必要です

12月の健康相談ほか □予＝予約制

※感染症対策のため休止する場合があります

内科・小児科

鷹番休日診療所
（土）17：00～21：30
（休）9：00～11：30、13：00～21：30
鷹番2－6－10　目黒区医師会館別館内

☎3716－5311

八雲休日診療所 （休）9：00～11：30、13：00～16：30
八雲1－1－8　区民キャンパス内 ☎5701－2492

平日夜間小児
初期救急診療

祝・休日を除く（月）～（金）
20：00～22：45
大橋2－22－36
東邦大学医療センター大橋病院内

☎3468－1251

調剤

鷹番薬局
（土）17：00～22：00
（休）9：00～22：00
鷹番1－7－11　クレール鷹番101

☎3792－6260

八雲休日調剤薬局 （休）9：00～17：00
八雲1－1－8　区民キャンパス内 ☎5701－2587

歯科　診療時間は、9 ：00～11：30、13：00～16：30

11／21(日） 益山歯科クリニック
柿の木坂1－30－16－2F ☎3725－5588

11／23（祝） 嘉部歯科医院
上目黒5－4－10 ☎3713－4700

11／28（日） 堀井歯科医院
下目黒5－22－4 ☎3793－3174

医療を探す 東京都医療機関案内サービスひまわり
（24時間受け付け）☎5272－0303

医療の相談 区内診療所の相談・苦情ほか
医療相談窓口専用電話　☎5722－6852

外国人のための相談
Consultation Service for Foreigners
外国人咨询

외국인을위한 상담
Konsulta para sa Kapa kanan ng mga Dayuhan

English（英語） Mon.－Fri. 9：00～12：00、�13：00～17：00 ☎5722－9187

汉语（中国語） 毎周（一）（二）（三）（五）
10：00～12：00、
13：00～17：00 ☎5722－9194한국（韓国語） 제 1 · 3 목

Tagalog（フィリピノ語） pangalawa�at�pang-apat�na�Huwebes

人口（住民記録者数）【前月比】 278,945人（うち外国人＝8,794人）【544人減】 男＝131,554人 女＝147,391人 世帯 157,304世帯  ※いずれも11／1現在

事業名 保健予防課 碑文谷保健センター

歯科相談■予

14（火）�
〈乳幼児〉 
9：00～10：00�

〈一般〉 
10：00～10：30

☎5722
－7057

7（火）・21（火）�
時間はお問い合わせ
ください

☎3711
－6446

精神保健相談（専門医
による）■予

9（木）・22（水）�
13：30～15：30

☎5722
－9504

10（金）�
13：00～14：30

☎3711
－6447

精神保健家族会■予 20（月）�
13：30～14：45

依存問題等家族相談■予

〈グループ〉 
17（金）�
13：30～14：45�

〈個別〉 
7（火）�
13：50～16：00�
17（金）�
15：00～15：30

〈個別〉 
8（水）�
9：30～11：30

思春期・青年期の親の
会■予

〈グループ〉 
20（月）�
13：30～14：45�

〈個別〉 
20（月）�
15：00～15：30

健康相談
月～金曜日�
（祝・休日を除く）�
８：30～17：00

月～金曜日�
(祝・休日を除く）�
8：30～17：00

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル
ス検査■予

24（金）�
8：45～10：30

☎5722
－9396

ＨＩＶ・性感染症相談・
検査■予 12月は中止 ☎5722

－9896

検便（細菌検査）受け付
け（有料）

火・水曜日�
（28・29日を除く）�
9：00～12：00、
13：00～15：00

☎3711
－6448
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凡例時日時　場会場　内内容　師講師　対対象　定定員　￥費用　申申し込み　問問い合わせ　ホホームページ　 子ども・子育て世帯対象　 高齢者対象

目黒天空庭園
栽培ガーデニング
クラブ代表

高
たか

橋
はし

辰
たつ

三
ぞう

 さん

め
ぐろで活躍する人を紹

介

ひ
とり

めぐ

vol.4

　都内で弁護士を務める傍ら、ボランティアで目黒天
空庭園の畑や花壇を管理する栽培ガーデニングクラブ
の代表を務め、目黒天空庭園収穫祭の開催に尽力。感
染症が終息し、再び開催できる日を楽しみにしている。

プロフィール

　目黒天空庭園ができるときに、何か面白い試みをとい
うことで、ブドウ栽培からワイン造り、そして収穫祭が
企画されました。サクレ・クール寺院で有名なパリのモ
ンマルトルでは、丘で栽培したブドウでワインを造って、
収穫祭を開催し世界中の観光客が集まると聞いた区民の
かたが、目黒区大橋でもやってみたいとアイデアを出し、
そのかたが栽培ガーデニングクラブの初代代表になりま
した。
　ブドウをどう育て、どのようにしたらワインができる
のか、酒税法の問題や商標登録をどうするかなど、さま
ざまな苦労がありました。そこで、クラブメンバーの知
人の山梨県甲州市勝沼町のワイナリーのかたにご指導・
協力いただき、ブドウ栽培を始めることができました。
今年は約60㎏のブドウを収穫しました。

たくさんのかたが協力してできた
ブドウ栽培

知り合えなかった人とつながれる場所

　私は2016年から2代目の代表となり、現在クラブのメン
バーは約40人で30～70代と老若男女さまざまです。いろ
いろな世代がいて、メンバーが熱心に取り組んでいるから
こそ、栽培方針などで意見がぶつかることもありました。
でも、そのような意見のぶつかり合いも、作物を良く育て
たいという情熱から来るものであったと感じます。そうや
って一生懸命作ったワインや野菜の味は格別です。私も、
もちろん楽しみでやっていますし、これからもずっと続け
るつもりです。収穫祭などのイベントがあったときには、
区内のみならず、区外、他県から参加してくださるかたも
います。子どもを連れて参加してくださるかたに畑で久し
ぶりにお会いして、子どもが大きくなった姿を見たときな
どは、人と人とがつながれる活動ができてよかったなと改
めて感じます。
　目黒天空庭園の畑は私たちが管理していますが、地域み
んなの畑です。都会でも、家のそばで土に触れ、植物の成長
を感じることのできる体験はとても貴重で、今後も野菜を
収穫し、喜ぶ子どもたちの顔を見たいなと思っています。

　現在、720ccのワインボトルで年300本造っていますが、
目黒天空庭園で採れたブドウだけでは足りていません。
山梨県で採れたブドウを足して造っています。限られた
環境の中ですが、ブドウの幹は段々太くなってきています。
これからもクラブメンバーと地域と知恵を出し合って、
ブドウの幹も、地域とのつながりもどんどん太くして、
いつか100％目黒天空庭園で採れたブドウで造ったワイ
ンを、皆さんと味わえたらいいなと思います。クラブメ
ンバーは随時受け付けており、コロナ禍でも新しいメン
バーが加わって、積極的に栽培活動に参加されています。

100％目黒産のワインを造っていきたい

　皆さんが道路の不具合や損傷を見つけたときに、手軽に区へ連
絡できるようにLINEを使った通報システムの試行を開始します。
LINEでの通報方法などの詳細は、区ホ（コード❸）をご覧ください。

　区は、コミュニケーションアプリLINE（ライン）で、新型コロ
ナウイルスワクチンの予約受け付けや情報の発信、基本計画・実
施計画への意見募集、区のサービスの総合案内、ごみの分別案内
などを行っています。今後、少しずつサービス内容を充実させて
いく予定です。
　コード❶から、目黒区公式アカウントを友だち登録して、ぜひ
ご利用ください。

　欲しい情報の項目と、登録者
本人の生まれた年度や住居地域
などを選んでいただくだけで、
必要な項目のお知らせが手元に
届くようになります。登録方法
の詳細は、区ホ（コード❷）をご
覧ください。

● 緊急を要する通報は、電話で下記へご連絡ください
　道路公園サービス事務所
　•目黒地域サービス係（☎3711－6825）
　•碑文谷地域サービス係（☎5721－7287）
● 通報にかかわる通信料は利用者の負担となります

通報の注意点

問道路公園課補修調整係（☎5722－9775、フ3712－5129）

問DX戦略課（☎5722－9245、フ5721－7810） LINEを使った道路の通報システムの
試行を11／15から開始します

欲しい情報の登録でさらに便利に

目黒区LINE公式アカウントをご活用ください

❸

❷

❶

通報の流れ
❶道路の異常
　発見!

❸区が
　確認・対応※ 区公式アカウントの

友だち登録が必要

❷LINEで通報

友だち登録はこちらから▶

誰
も
が

気
軽
に
来
ら
れ
る

畑
に
し
て
い
き
た
い

メニュー右下の
受診設定をタッ
プすることで、
項目の設定がで
きます
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　素案（全文）は、総合庁舎本館1階区政情報コーナー・4階人権政策課、
地区サービス事務所（東部を除く）、住区センター、目黒駅
行政サービス窓口、図書館、男女平等・共同参画センター
で配布するほか、区ホ（コード❶）でご覧になれます。

めぐろキャッシュレス決済ポイント還元事業
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の支援や地域経済の活性化を目的に、ア
プリを利用したキャッシュレス決済によるポイント還元事業の2回目を実施します。
　区内対象店舗でキャッシュレス決済サービスd払いを利用して支払いすると、後日、支払金額
の最大30％がdポイントで還元されます。利用にはd払いアプリのダウンロードなど、事前登録
が必要です。詳細は街のお店を応援！d払いで安心キャッシュレスホ（コード❷）をご覧ください。

第2回

定 各4人程度（抽選。各回30分）
申  ハガキ・ＦＡＸに、住所、名前、電話、
希望日時①～34を第3希望まで書いて、
11／24（消印有効）までに、産業経済・消
費生活課商店街振興係（〒153－8573目
黒区役所〈住所不要〉、☎5722－9881、
フ5722－9169）へ。また、当日参加も
できます（定員あり）。詳細は申込先へお
問い合わせください

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

男女平等・共同参画及び
性の多様性の尊重を推進する
計画素案 問人権政策課男女平等・多様性推進係

　（☎5722－9214、フ5722－9469）

　男女平等・共同参画推進計画を改定します。素案についてご意見をお
寄せください。

　書式は問いませんが、「男女平等・共同参画及び性の多様性の尊
重を推進する計画素案への意見」と明記のうえ、住所、氏名（団体
は所在地、団体名、代表者名）、在勤・在学者は所在地・名称を書
いて、郵送（持参可）・FAX・Eメールで、12／15（必着）までに、
総合庁舎本館4階人権政策課男女平等・多様性推進係（〒153－
8573目黒区役所〈住所不要〉、☎5722－9214、フ5722－9469、
jinkenpc@city.meguro.tokyo.jp）へ。頂いたご意見には個別に
回答しませんが、要旨を取りまとめて公表します（原文、住所・氏
名などは公表しません）。

意見の提出方法

● 「防災における男女平等・共同参画の推進」を新たに課題とし、
防災に、より多くの女性の視点を取り入れるための施策を追加
● 「男性の家事・育児・介護の参加促進」を新たに課題とし、意識
啓発や知識・技術を向上させるための取り組みを追加
● 「性の多様性を尊重する意識の醸成とLGBT支援」を新たに課題
とし、困難などを抱えるかたへの支援に向けた取り組みを追加

主な改定内容

❶

❷

❸

▲ このポスターのある店舗が対象です

期間　　12 ／ 1（水）～ 4年 1／ 14（金）
付与上限　1 回当たり 3,000 円相当のポイント
　　　　　期間当たり 10,000 円相当のポイント
※ポイントは決済月の翌月末頃ｄポイントで付与
※ ポイントの有効期限は、ポイント発行日から 6
　カ月

対象店舗
区内のd払い加盟店（一部を除く）
※  店頭ポスター（左画像）やアプリでご確認くだ
さい
ｄ払いアプリはコード❸からダウン
ロードできます

問い合わせ
・ ポイント還元事業についてはd払い自治体キャンペーンコールセンター（ 0120－114－331。月～金曜日9：30～17：30。祝・休日を除く）
・ d払いやdポイントサービスについてはドコモインフォメーションセンター（ 0120－800－000。無休9：00～20：00）
・その他については産業経済・消費生活課商店街振興係（☎5722－9881、フ5722－9169）

会場 日時（時間はいずれも開始時間）

八雲住区センター（八雲1－10－5）
12／1（水） ①14：00 ②14：30 ③15：00 ④15：30
12／2（木） ⑤14：00 ⑥14：30 ⑦15：00 ⑧15：30
12／3（金） ⑨14：00 ⑩14：30 ⑪15：00 ⑫15：30

高齢者センター（目黒1－25－26　田道ふれあい館内）12／2（木） ⑬14：00 ⑭14：30 ⑮15：00 ⑯15：30
菅刈住区センター（青葉台2－10－18） ⑰10：00 ⑱10：30 ⑲11：00 ⑳11：30
上目黒住区センター（祐天寺2－6－6） 12／3（金） ㉑10：00 ㉒10：30 ㉓11：00 ㉔11：30
東根住区センター（東が丘1－7－14） ㉕14：00 ㉖14：30 ㉗15：00 ㉘15：30

クラフトビレッジ西小山（原町1－7－8） 12／4（土） ㉙11：00 ㉚11：30 ㉛12：00 3212：30
3313：00 3413：30

※感染症対策のため変更する場合があります

　初めてキャッシュレス決済を使用するかたへ、使用方法などのワンポイント相談会を実施します。

ｄ払いワンポイント相談会を実施します

新型コロナウイルスワクチン
追加接種（３回目）を実施予定です

問新型コロナワクチン接種コールセンター 
　（ 0120－102－654、フ5722－7048）

　新型コロナウイルスワクチン接種を２回接種済みのかたを対象に、追
加接種（３回目）の実施が予定されています。詳細は、国が決定次第、改
めて区報やホームページでお知らせします。

現在実施している 1・2回目のワクチン接種
　今後12歳になるかたなどのため、引き続き実施します。

　接種券は、黄色の封筒で発送
します。予約方法など詳細は、
同封の案内をご覧ください。

接種券が届いたら

追加接種（3回目）の対象

接種券の発送

　２回目の接種日からおおむね８カ月以上を経過している、目黒区
の住民基本台帳に記載されているかた（科学的知見や諸外国の対応
状況を踏まえ、今後、国が決定します）

　接種券は、接種可能な時期が近づいたかたへ順次お送りします。
まずは、3年3・4月に２回目の接種が済んだかたへ、接種券を11
月下旬頃から順次お送りする予定です。3年5月以降に２回目の接
種が済んだかたには、接種時期に応じて順次接種券をお送りします。
※  2回目の接種後に他自治体から目黒区へ転入したかたなどは接種券発行の申
請が必要です

目黒区のお店で買ってお得！

★感染症対策のため、施設での閲覧を中止・変更する場合があります。
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